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階級

Rosy☆Mouse 小川　颯菜 志成館 17広島1位 6月18日 小学生

Rosy☆Mouse 中島　啓太 志成館 17広島1位 6月18日 小学生

Rosy☆Mouse 石岡　莉星 志成館 17広島1位 6月18日 小学生

一雨千山を潤す 吉澤　誌桜 千山道場 18日本海1位 1月21日 小学生

一雨千山を潤す 堀田　みず希 千山道場 18日本海1位 1月21日 小学生

一雨千山を潤す 籠居　優利菜 千山道場 18日本海1位 1月21日 小学生

正樹三銃士 中村　陸 正樹道場 18日本海2位 1月21日 小学生

正樹三銃士 指江　咲妃 正樹道場 18日本海2位 1月21日 小学生

正樹三銃士 加藤　海成 正樹道場 18日本海2位 1月21日 小学生

チームGirls＆Boy 後藤　ななみ 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チームGirls＆Boy 山辺　楓雅 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チームGirls＆Boy 喜多　晃子 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チーム志賀 喜佐　映斗 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チーム志賀 山﨑　葵 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チーム志賀 浦山　竜精 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 小学生

チビーズ 荒木　雄心 極真神奈川港北 18型演武1位 1月28日 小学生

チビーズ 前田　和朝 極真神奈川港北 18型演武1位 1月28日 小学生

チビーズ 篠原　琉斗 極真神奈川港北 18型演武1位 1月28日 小学生

礼心会MKY 若林　結 礼心会 18型演武2位 1月28日 小学生

礼心会MKY 岩切　真輝 礼心会 18型演武2位 1月28日 小学生

礼心会MKY 岩切　花蓮 礼心会 18型演武2位 1月28日 小学生

となりのヒーローズ 綱川　仁之助 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 小学生

となりのヒーローズ 大木　政宗 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 小学生

となりのヒーローズ 花田　清仁 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 小学生

MY・BEST・MIRAI 丸山　唯菜 極真埼玉今井 18型演武選抜 1月28日 小学生

MY・BEST・MIRAI 上村　美波 極真埼玉今井 18型演武選抜 1月28日 小学生

MY・BEST・MIRAI 上村　莉央 極真埼玉今井 18型演武選抜 1月28日 小学生

極真栃木A 茂櫛　晴 極真栃木 18北関東1位 3月11日 小学生

極真栃木A 内保　優月 極真栃木 18北関東1位 3月11日 小学生

極真栃木A 高橋　悠真 極真栃木 18北関東1位 3月11日 小学生

清原台A 古口　遼 極真栃木清原台 18北関東2位 3月11日 小学生

清原台A 北條　暖真 極真栃木清原台 18北関東2位 3月11日 小学生

清原台A 岡田　拓己 極真栃木清原台 18北関東2位 3月11日 小学生

チームどんぐり 佐藤　千裕 士衛塾総本部 18福島1位 3月25日 小学生

チームどんぐり 巻淵　元希 士衛塾総本部 18福島1位 3月25日 小学生

チームどんぐり 高橋　來己 士衛塾総本部 18福島1位 3月25日 小学生

安斎雷神 岡部　円花 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 小学生

安斎雷神 酒井　果歩 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 小学生

安斎雷神 桑原　希乃羽 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 小学生

ルーキーズ 佐藤　瑠星 神武館 18福島3位 3月25日 小学生

ルーキーズ 戸屋　絆 神武館 18福島3位 3月25日 小学生

ルーキーズ 和田　流星心 神武館 18福島3位 3月25日 小学生

安斎朱雀 鈴木　斗大 極真福島安斎 18福島4位 3月25日 小学生
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安斎朱雀 高野　航輝 極真福島安斎 18福島4位 3月25日 小学生

安斎朱雀 佐藤　光一 極真福島安斎 18福島4位 3月25日 小学生

HRK 和工田　凌駕 極真下町金町 18東日本1位 4月1日 小学生

HRK 山本　貫太 極真下町金町 18東日本1位 4月1日 小学生

HRK 横山　白 極真下町金町 18東日本1位 4月1日 小学生

仲良し3人組Ⅱ 中村　友香 和塾 18東日本3位 4月1日 小学生

仲良し3人組Ⅱ 本谷　澪百菜 和塾 18東日本3位 4月1日 小学生

仲良し3人組Ⅱ 近藤　杏月 和塾 18東日本3位 4月1日 小学生

戸塚Bチーム 梅澤　尚暉 和塾 18東日本選抜 4月1日 小学生

戸塚Bチーム 岡川　紘大 和塾 18東日本選抜 4月1日 小学生

戸塚Bチーム 中村　心春 和塾 18東日本選抜 4月1日 小学生

GGB 大川　実莉 礼心会 18東日本選抜 4月1日 小学生

GGB 三ヶ嶋　小夏 礼心会 18東日本選抜 4月1日 小学生

GGB 宮本　佐恵 礼心会 18東日本選抜 4月1日 小学生

千山万水 中川　はる香 千山道場 18越山杯4位 4月7日 小学生

千山万水 山本　悠釉 千山道場 18越山杯4位 4月7日 小学生

千山万水 澤谷　健心 千山道場 18越山杯4位 4月7日 小学生

チーム風林火山 飯田　好 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 小学生

チーム風林火山 山田　征弥 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 小学生

チーム風林火山 福永　和香 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 小学生

きりたんぽ 加藤　朋華 極真秋田 18越山杯選抜 4月7日 小学生

きりたんぽ 加藤　晴華 極真秋田 18越山杯選抜 4月7日 小学生

きりたんぽ 黒沢　理央 極真秋田 18越山杯選抜 4月7日 小学生

千山万岳 杉本　帆名美 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 小学生

千山万岳 堀田　尚聖 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 小学生

千山万岳 澤谷　心和 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 小学生

餅付きウナギからし御膳 唐戸　秀光 極真神奈川港北 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

餅付きウナギからし御膳 望月　直 極真神奈川港北 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

餅付きウナギからし御膳 本藤　一騎 極真神奈川港北 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

優龍慶 佐藤　慶心 極真東京佐藤 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

優龍慶 山村　優奈 極真東京佐藤 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

優龍慶 廣住　龍神 極真東京佐藤 18南関東城南選抜 4月29日 小学生

安斎ドラゴン 増子　竜之介 極真福島安斎 18東北優勝 5月20日 小学生

安斎ドラゴン 須藤　希海 極真福島安斎 18東北優勝 5月20日 小学生

安斎ドラゴン 須藤　友汰 極真福島安斎 18東北優勝 5月20日 小学生

IRI 永井　樹 神武館 18東北2位 5月20日 小学生

IRI 田宮　いこい 神武館 18東北2位 5月20日 小学生

IRI 高橋　琉玖斗 神武館 18東北2位 5月20日 小学生

ＫＡＴＡ少女トリプル 中田　杷奈 武奨館吉村 18北陸関西選抜1位 8月5日 小学生

ＫＡＴＡ少女トリプル 木原　未夢 武奨館吉村 18北陸関西選抜1位 8月5日 小学生

ＫＡＴＡ少女トリプル 有澤　琉衣 武奨館吉村 18北陸関西選抜1位 8月5日 小学生

チーム中村屋 中村　陸 極真石川竹吉 18北陸関西選抜2位 8月5日 小学生

チーム中村屋 中村　弦楽 極真石川竹吉 18北陸関西選抜2位 8月5日 小学生

チーム中村屋 中村　銀志 極真石川竹吉 18北陸関西選抜2位 8月5日 小学生

コシヒカリ ﾀｯｼｭﾏｲｹﾙ城 士衛塾総本部 18日本海1位 1月21日 中学生
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コシヒカリ 大澤　寿馬 士衛塾総本部 18日本海1位 1月21日 中学生

コシヒカリ 中村　釉捺 士衛塾総本部 18日本海1位 1月21日 中学生

ブルゾンあんりｗｉｔｈY・H 山口　杏理 極真坂本福井 18日本海2位 1月21日 中学生

ブルゾンあんりｗｉｔｈY・H 小泉　祐介 極真坂本福井 18日本海2位 1月21日 中学生

ブルゾンあんりｗｉｔｈY・H 中村　榛 極真坂本福井 18日本海2位 1月21日 中学生

一生百蓮 長岡　洸佑 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

一生百蓮 利根川　十仁 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

一生百蓮 後藤　楽人 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

疾風迅雷 鈴木　慶 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

疾風迅雷 大野　樹貴 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

疾風迅雷 池田　亘輝 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 中学生

Rファイターズ 川島　丈弥 礼心会 18型演武1位 1月28日 中学生

Rファイターズ 宇田川　拓音 礼心会 18型演武1位 1月28日 中学生

Rファイターズ 播磨　諒丞 礼心会 18型演武1位 1月28日 中学生

ウエンズデイ 勅使河原　倖汰 極真神奈川港北 18型演武選抜 1月28日 中学生

ウエンズデイ 目崎　ひぐる 極真神奈川港北 18型演武選抜 1月28日 中学生

ウエンズデイ 佐藤　凱秋 極真神奈川港北 18型演武選抜 1月28日 中学生

阿修羅 石川　光琉 和塾 18型演武選抜 1月28日 中学生

阿修羅 本谷　颯也斗 和塾 18型演武選抜 1月28日 中学生

阿修羅 梅澤　和暉 和塾 18型演武選抜 1月28日 中学生

チーム　ファルコンズ 伊藤　舞美 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 中学生

チーム　ファルコンズ 齋藤　司 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 中学生

チーム　ファルコンズ 齋藤　樹 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 中学生

安斎白虎 猪俣　惇史 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 中学生

安斎白虎 安斎　優翔 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 中学生

安斎白虎 岩井　呼春 極真福島安斎 18福島2位 3月25日 中学生

安斎風神 蒲田　悠斗 極真福島安斎 18福島3位 3月25日 中学生

安斎風神 渡辺　大和 極真福島安斎 18福島3位 3月25日 中学生

安斎風神 齋藤　陽向 極真福島安斎 18福島3位 3月25日 中学生

安斎玄武 丹野　煌介 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

安斎玄武 渡辺　裕大 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

安斎玄武 船山　洸亮 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

安斎青龍 桑原　悠成 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

安斎青龍 橋本　勝哉 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

安斎青龍 吉田　晄大 極真福島安斎 18福島選抜 3月25日 中学生

勝利（ビクトリー） 藤本　寿大弥 極真下町金町 18東日本選抜 4月1日 中学生

勝利（ビクトリー） 矢口　青空 極真下町金町 18東日本選抜 4月1日 中学生

勝利（ビクトリー） 加古　眞仁 極真下町金町 18東日本選抜 4月1日 中学生

雷神 永井　創 神武館 18越山杯3位 4月7日 中学生

雷神 玉虫　凜 神武館 18越山杯3位 4月7日 中学生

雷神 渡辺　和哉 神武館 18越山杯3位 4月7日 中学生

一笑千山青 俵　聖貴 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 中学生

一笑千山青 山吉　陽菜 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 中学生

一笑千山青 神島　咲希 千山道場 18越山杯選抜 4月7日 中学生
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ゆずぽんず 林　主英 士衛塾総本部 18越山杯選抜 4月7日 中学生

ゆずぽんず 西山　柚月 士衛塾総本部 18越山杯選抜 4月7日 中学生

ゆずぽんず 野本　隆由 士衛塾総本部 18越山杯選抜 4月7日 中学生

チーム甲斐疾風 飯田　胤 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 中学生

チーム甲斐疾風 佐藤　佑星 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 中学生

チーム甲斐疾風 望月　龍人 士衛塾山梨 18越山杯選抜 4月7日 中学生

北杜拳 佐藤　悠太 北杜塾 18東北選抜 5月20日 中学生

北杜拳 市川　達巳 北杜塾 18東北選抜 5月20日 中学生

北杜拳 関井　涼介 北杜塾 18東北選抜 5月20日 中学生

Romance Triangle 辻岡　柚稀 極真福井 18北陸関西選抜1位 8月5日 中学生

Romance Triangle 嶋﨑　光祐 極真福井 18北陸関西選抜1位 8月5日 中学生

Romance Triangle 中村　仁 極真福井 18北陸関西選抜1位 8月5日 中学生

坂本どん 大久保　海晴 極真福井 18北陸関西選抜2位 8月5日 中学生

坂本どん 田中　佑昌 極真福井 18北陸関西選抜2位 8月5日 中学生

坂本どん 白崎　翔真 極真福井 18北陸関西選抜2位 8月5日 中学生

Negima 垣原　颯斗 志成館 17広島1位 6月18日 一般

Negima 猿川　莉夢 志成館 17広島1位 6月18日 一般

Negima 猿川　拓夢 志成館 17広島1位 6月18日 一般

マリーシャトープリアン 杉村　広幸 マリー空手クラブ 18日本海1位 1月21日 一般

マリーシャトープリアン 坂口　巧 マリー空手クラブ 18日本海1位 1月21日 一般

マリーシャトープリアン 山田　嵐武 マリー空手クラブ 18日本海1位 1月21日 一般

ブルゾンまさみｗｉｔｈＢ 日尾　雅美 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 一般

ブルゾンまさみｗｉｔｈＢ 木原　英勝 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 一般

ブルゾンまさみｗｉｔｈＢ 鈴木　忍 武奨館吉村 18日本海選抜 1月21日 一般

チーム　アックス 浜尾　友都 極真千葉五常中川 18型演武1位 1月28日 一般

チーム　アックス 伊藤　勇人 極真千葉五常中川 18型演武1位 1月28日 一般

チーム　アックス 坂田　智紀 極真千葉五常中川 18型演武1位 1月28日 一般

チーム　ラピュタ 鷹野　斗施 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 一般

チーム　ラピュタ 齋藤　綾羽 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 一般

チーム　ラピュタ 伊藤　優花 極真千葉五常中川 18型演武選抜 1月28日 一般

中央ブラザーズ 森永　貴藤 士衛塾総本部 18越山杯1位 4月7日 一般

中央ブラザーズ 鷲本　康樹 士衛塾総本部 18越山杯1位 4月7日 一般

中央ブラザーズ 栁　武志 士衛塾総本部 18越山杯1位 4月7日 一般

女士疾風 金丸　優奈 士衛塾山梨 18越山杯2位 4月7日 一般

女士疾風 藤巻　美琴 士衛塾山梨 18越山杯2位 4月7日 一般

女士疾風 伊藤　帆南 士衛塾山梨 18越山杯2位 4月7日 一般

チーム武奨 利根川　留生 武奨館吉村 18北陸関西選抜 8月5日 一般

チーム武奨 鈴木　洸 武奨館吉村 18北陸関西選抜 8月5日 一般

チーム武奨 吉野　時生 武奨館吉村 18北陸関西選抜 8月5日 一般


